
学校で見られる生物を通して、命の発見力すばらしさ、生
物同士のつながり、人とのつながりを知ることで、生き物
の生活と人間の生活の調和を学びます。10年前に造られ、
その後学習において十分には活用されなかったビオトープ
の再生をテーマとし、問題、建設的意見、実現可能性を養
います。ビオトープの生き物について学ぶ際に、地域の自
然の変遷を知り、理想のビオトープに近づけるための協働
や、地域へのプレゼンテーションの力を身につけます。活
動を通して、人の話を聞く力、重要なことを抜き出す力、
書き取る力を身につけます。地域の自然と人との関わりを
通して、持続可能社会の実現に主体性を持ちます。 

学習指導
要領との
関連 

小学校低学年 小学校高学年 小学校中学年 中学校 

小学校3年 

（目標）横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して、
自ら課題を見付け、主体的に判断し、よりよく問題を解決
する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え
方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、
協同的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えること
ができるようにする。 

学年｜教科 

学習内容 

プログラ
ム目標 

プログラ
ム概要 

学校には約10年前に造られたビオトープがありましたが、
維持管理や調査活動が十分にされなかったため、外来種が
優先し、池の水も富栄養化が進んでいます。また、児童は、
ビオトープや生物、地域の自然への興味があまりない状況
にあります。この授業では、「ビオトープの再生」を通し
て、地域の自然の変遷を知り、地域全体で人と自然の調和
を目指すために、どのようなことが必要なのかを、体験を
通して学びます。具体的には、ビオトープの生物調査や地
域の高齢者へのアンケート調査等を行い、その結果と児童
の提案を地域の大人に発信することにより、地域ぐるみで
ビオトープを再生し、様々な世代との交流によって、地区
全体の持続可能性を高めます。 

福井県 

総合 小学校3年 

Ｂ生命と地球 
(1)昆虫と植物 
身近な昆虫や植物を探したり育てたりして、成長の過程や
体のつくりを調べ、それらの成長のきまりや体のつくりに
ついての考えをもつことができるようにする。 
(2)身近な自然の観察 
身の回りの生物の様子を調べ、生物とその周辺の環境との
関係についての考えをもつことができるようにする。 

理科 

ＥＳＤ 
の要素 

多様性 

有限性 

連携性 

相互性 

公平性 

責任性 

【批判】批判的に考え
る力 

【協力】他者と協力
する態度 

ESD視点で
育みたい 
能力/態度 

持続可能
な社会 
づくりの 
構成概念 

【未来】未来像を予
測して計画を立てる力 

【関連】つながりを
尊重する態度 

【多面】多面的、総
合的に考える力 

【参加】進んで参加す
る態度  

【伝達】コミュニケー
ションを行う力 



学習指導要領との関連 

学習指導
要領との
関連 

学年｜教科 

学習内容 

小学校3年 

Ａ話すこと・聞くこと 
相手や目的に応じ、調べたことなどについて、筋道を立て
て話す能力、話の中心に気をつけて聞く能力、進行に沿っ
て話し合う能力を身に付けさせるとともに、工夫しながら
話したり聞いたりしようとする態度を育てる。 

国語 小学校3年 

3主として自然や崇高なものとの関わりに関すること 
(2)自然のすばらしさや不思議さに感動し自然や動植物を大
切にする。 
4主として集団や社会とのかかわりに関すること 
(5)郷土の伝統と文化を大切にし、郷土を愛する心をもつ。 

道徳 



時 活動・学習内容 

（1時間） 
ビオトープって何？ 
どんなところ？ 
 

単元名 
（題材名） 

指導・支援の方法、ポイント等 
〔教材・必要物〕 

 
・ビオトープという言葉の由来の確 
 認。 
・どこがビオトープなのかを認識さ 
 せる。 
・ビオトープへの関心を高める。 

【多面】【批判】 
・プロジェクターを用いて、クイズ形式で展開。 
・ビオトープとは、野生動物の生息堲所を示すドイツ語に由来し、様々な野 
 外空間を示すことを提示することで、「ビオトープ＝池」ではないことを 
 認識させ、興味を抱かせる。 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  12時間 

（2時間） 
今のビオトープには何がい
るの？ 

 
・校庭周辺で見られる生物を捕獲し、 
 種を特定する。 
・できるだけ多様な生物を見つけ、 
 記録する ことにより、様々な生 
 物が、それぞれに応じた環境に生 
 息していることを認識する。 

【多様性】【参加】【責任性】 
・専門家とともに野外活動をすることで、生物の見つけ方や、生物の生息環 
 境、種の特徴を学ばせる。 
・生物の捕獲には、最適な採集方法があることを知る。様々な採集用具を試 
 させる。 
・命の大切さを認識させる機会とするために、一部の生物を教室に持ち帰り、 
 飼育を試みる。 

（3時間） 
学校ビオトープの成り立ち
を学ぼう！ 

 
・ビオトープがどのような経緯で、 
 いつ頃、誰によって造られたのか 
 を知る。 
・当初の学校ビオトープが何を目的 
 として造られ、どのような使われ 
 方をしてきたかを学ぶ。 
・ビオトープの管理が不十分であっ 
 たことから、次第に活用もされな 
 くなったことを学び、今後の管理 
 について考える機会とする。 

【関連性】【批判】 
・学校のホームページや、当時の写真を用意し、ビオトープが学校に設置さ 
 れた経緯や、荒廃までの流れを認識させること。 
・課題を認識し、再生の必要性を子どもたちが自然に感じるようになること 
 を促す。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  12時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（4・5時間） 
ビオトープ再生の目標を決
めよう！ 

 
・現在のビオトープの課題を見出す。 
・いろいろな地域のビオトープとそ 
 の特徴の提示を行う。 
・鳴鹿らしい自然とは何かを知る。 
・どのようなビオトープにしたら良 
 いのか、自分たちはビオトープで 
 何をしたいのか、考える。 
・全員でビオトープ再生の目標を決 
 める。 

【関連性】【批判】 
・前回の授業を振り返ったうえで、現在のビオトープにはどのような問題が 
 生じているのかを明らかにする。 
・プロジェクターで他の地域のビオトープの様子を紹介し、子どもたちのビ 
 オトープのイメージを広げさせるとともに、どのようなビオトープにした 
 いのかのモデルを与える。 
・地域の変遷を知る方に授業に参加していただき 地域本来の自然の姿を伝 
 えてもらう。 

（6時間） 
ビオトープから季節の変化
をとらえよう！ 

 
・野外で採集されたり、目撃された 
 りした生物の種構成を前回の野外 
 観察時と比較して、季節変化を生 
 物の種構成や姿の変化でとらえる 
 ことを試みる。 
・ビオトープの姿や、そこに生息す 
 る生物が刻々と変化していること 
 を認識する。 

【伝達】【関連】 
・前回の野外観察時と異なることを見つけ、比較することを授業開始時に提 
 示しておく。 
・自然の姿が日々変わっていくことを、身近なビオトープを通して意識でき 
 るよう、専門家の協力を得ながら正確な知識の提供をする。 

（7時間） 
昔の鳴鹿について知ろう① 

 
・地域の大人を対象としたアンケー
トを作成し、地域の自然の変遷につ
いての情報を集める。 

【未来】【多面】【協力】 
・いくつかアンケート項目を例示することで、スムーズな導入を心がける。 
・アンケートの配布方法、回収日時、回収堲所などを事前に確定しておく。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

3 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  12時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（8時間） 
昔の鳴鹿について知ろう② 

 
・回収したアンケートの集計をもと 
 に、昔の鳴鹿の姿を知り、現在の 
 姿と異なる部分と変わらない部分 
 を認識する。 
・かつての鳴鹿の自然の姿が、ビオ 
 トープ再生の１つの指標となるこ 
 とを明示する。 

 
・各グループに集計する部分を分担することで、効率良く作業を行う。 
・各グループの集計を、全員で共有できるような時間を確保する。 
・教師が集計結果をすぐにグラフで明示できるようにする。 

（9時間） 
ビオトープの生き物につい
て詳しく知ろう 

 
・昆虫、鳥、外来種、危険な生物な 
 ど、ビオトープに生息する生物の 
 うちから代表的なものをピック 
 アップし、それらの生態の特異性、 
 危険性、対処法などを学ぶ。 
・生き物同士のつながりによって、 
・ある種の生物が生息することが持 
 つ意味、命の大切さを通して、 
 様々な生物に興味を 持ち、じっ 
 くり観察する姿勢を育てる。 

 
・特に危険な生物を見分ける能力と、適切な対処法を知ることは野外観察を 
 行うえで重要であるため、最新の知識の伝達を心がける（専門家による支 
 援が望ましい）。 
・分類群に関係なく、生物に興味を持ち、じっくり観察できる姿勢を育てる。 
・実物を持参して、子どもたちに見せることも効果的である。 
・時間があれば、野外で直接生物を観察する時間を設けることも勧めたい。 

（10時間） 
学校全体をプロデュースし
よう！ 

 
・学校全体をビオトープとしてとら 
 え、どこに何があると良いか、ど 
 んな生物が見られるようになって 
 ほしいか、絵を描く。 
・友だちに、自分のプロデュースす 
 るビオトープの面白さを伝えよう。 

【多様性】【参加】【伝達】 
・用紙と画板を与え、グループ毎に校庭を移動させて、学校全体をビオトー 
 プととらえて自分の理想的なビオトープを描かせる。 
・絵に登堲するような環境や生物が存在する理由を言葉で説明することがで 
 きるように、教師が支援する。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

4 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  12時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（11・12時間） 
自慢できるビオトープにす
るには？ 
 

 
・ビオトープ再生のルールを決める。 
・理想のビオトープをイメージする。 
・ビオトープ再生において、何が必 
 要なのかを考える（自分でできる 
 ことと、できないことを明確にと 
 らえる）。 

【相互性】【連携性】 
・文献、地域の映像などを利用して、地域の成り立ちと、そこに適したビオ 
 トープのあり方について考える材料を与える。 
・グループごとに理想のビオトープ像を考え、提示していく。 
・ビオトープ再生にあたり、自分たちでもできることと、大人の協力なしで 
 はできないことの両方を考えさせ、今後の活動への連続性を意識させる。 

ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 項目 時間目安 

導入～ 
振り返り（2分） 
 

【ビオトープを通して地域の自然を考えよう！（仮）】 講師：前園先生 
◯今日は、みんなと、ビオトープと生きもののつながりについて、映像をつかって、勉強します。 
◯みんな、ビオトープをつくったよね。どんなことしたっけ？覚えてる？ 
 今日は、とっても立派なビオトープをつくった小学校の映像をみてみるよ。 
 どんなことをしていたか、よく見ておいてね。みんなと同じことがあるかな？ 
 違うこともあるかもしれないね。 

映像教材制作 1コマ目 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

5 映像教材制作 1コマ目 

項目 時間目安 

気づきと 
発 見 （20分） 
 

◯鳴鹿小学校にもビオトープがあるけど、他の学校のビオトープも見てみよう・・ 
（スライドで他校のビオトープを紹介） 
○みんなが通う鳴鹿小学校との違いはなにかな？ 
～池がビオトープの全てではないことを子どもたちに理解させる 
 
映像教材1：大袋東小学校のビオトープづくり（3:35） 
・木を植えた 
・池をつくった 
・木や鳥のことをしらべた・・・（楽しかった） 
・活動を通じて、子どもたちの心が豊かに育った 
・太陽光パネルもある 
・いきものの大切さを知った 
・ここのビオトープだけではなく、他の自然も大切にすることが大事 
 
＜映像を受けて＞ 
◯ビオトープをつくるのに、どんなことをしてた？ 
 池はどうして必要なんだっけ？ 木は？ 
どんな生きものがくるのかな？巣箱があったね・・・？ 
 

自然のフィールド 
体験（23分） 
 

校庭での生きもの調査やビオトープのプロデュース 
・ビオトープや、校庭内での生きものをみつけよう 
・学校の敷地を使って、どんなビオトープにしたいかを考えよう 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

6 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

 共 有（10分） 
 

◯校庭やビオトープではどんな生きものをみつけたかな？ 
○校庭全体を使って、校庭のビオトープをどんなビオトープにしたいかな？ 
～ワークシートにまとめた内容の発表と共有 
 

問いかけと気づき 
（20分） 
 

〈地域の自然と校庭のビオトープの理解を深めよう！〉 
◯鳴鹿は昔はたくさんの生きものが棲んでいたことを知っているかな？ 
 
映像教材2：鳴鹿地区の自然と校庭のビオトープの理解を深めよう（1:05） 
・昔の鳴鹿地区、自然が豊か、いろいろないきものが生息  
 メダカやギンヤンマ等の生きもののイメージカット（アーカイブ映像で対応） 
 ～昔はとっても豊かな自然があった。 
・現在の鳴鹿地区の景観（小学校近辺の九頭竜川や鳴鹿大堰等：現地取材対応）を伝える映像 
～昔あった自然で、今はなくなってしまっているものもある・・・、鳴鹿大堰ができて、自然が変わった・・・ 
 いなくなってしまった生きものたちも・・・また、ここに豊かな自然をつくって、いなくなってしまった生きもの 
 が戻ってくるといいな・・・ 
～みんなが一生懸命つくっているビオトープ。ここがいきものたちが戻ってくるかな・・・ 
 
＜映像を受けて＞ 
◯昔の鳴鹿がでてきたね。どんなだった？（自然が豊かだった。いきものがいっぱいいた・・・） 
◯どんないきものがいたっていってた？（メダカ、ギンヤンマ、ゲンジボタル・・・） 
◯今は、昔と比べてどうかな？、メダカやギンヤンマ、ゲンジボタルたちはいる？ 
 いきものの数は？減ってるよね・・・ 
◯いきものたちが帰ってくるためには、どうすればいいだろう？ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

7 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

考えを深める 
 （10分） 
 

○鳴鹿と校庭のビオトープにたくさんの生きものが戻り棲むには、どんなことができるかな？ 
○大人の人や地域の人にも協力してもらわないといけないよね 
○まずな自分でとんなことができるか考えてみよう 
 

 授業まとめ（5分） 
 

◯できることから始めてみよう 
○自分が住む鳴鹿をもっと好きになろう 

プログラム地域化メンバー、実証協力校等 

実証協力校等：坂井市立鳴鹿小学校 
 


